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６月はロータリー親睦活動月間
第 3075 回

本日（6/7）の例会

）の例会
◎国（ 歌･･･君が代
◎ソング･･･奉仕の理想
◎各記念月御祝
◎創業記念御祝
◎卓話 藤松 功治君
テーマ「人工知能と自動運転」
馬渕 晴彦君
テーマ「礒村弥右衛門氏と大塚切れ」
◎例会後の行事
6 月度定例理事会
※ 6/8～15

アトランタ国際大会

第 3076 回

次週（6/14）の例会

６月度

記念月御祝

◎誕生記念
片山 美智子君
藤田
西澤 直紀 君
◎結婚記念
長山 正剛・由美御夫妻
深野 裕一・昌子御夫妻
◎入会記念
倉本 進

貴子

君

26 周年
26 周年
35 周年

君

創業記念月御祝
長井

正樹君

㈱高浄
S.44.6.2

48 周年

◎ソング･･･四つのテスト
◎卓話

藤田

先週（5/31）の例会から

貴子君

※6/21（水）現クラブアッセンブリー
例会後
於：例会場
※6/28（水）新クラブアッセンブリー
例会後
於：例会場
※6/28（水）新旧クラブアッセンブリー
18：00～
於：山水館

◎出席報告
会員数
52

名

出席者数

出席率

44 名

91.67 ％

前々回例会補正後出席率
100 ％
但し、 Mup 8 名
欠席者 0 名
出席規定摘用免除有資格者
4
名

人類に奉仕するロータリー

◎ビジター
本田 孔士様

計 1 名
大阪ＲＣ

眼科医

◎会長の時間
「出席率規定」
定款によりますと、例会にはメイキャップも含めて
50％以上の出席が義務付けられています。我々のクラブ
では、毎回の例会には 85％前後、メイキャップ後は 90
～95％の出席となっており、まずまず優秀なクラブだと
思います。
しかし、例会以外の行事については、親睦を除いて改
善が必要かと思います。地区大会や IM は、他のクラブ
も含めて参加者が限られてきており、特に委員会活動で
はいのちキラキラの様な看板プロジェクトでも、10 名前
後となっております。

ROTARY

SERVING

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

新入会員のご紹介

氏
名
生年月日
勤 務 先

自宅住所
職業分類
推 薦 者
趣
味

香西 徳治
1952 年 5 月 7 日
㈱村上製作所

〒569-8571
高槻市辻子 3-7-1
機械製造
岩井祐造 西田直弘
旅行

好きな言葉又は生活信条

真剣だと知恵が出る中途半端だとぐちが出る

私は、年度方針として参加率の向上をあげましたが、
十分な達成をできませんでした。行事への参加率をあ
げるには、まずもって魅力ある企画を行い、それを上
手にアピールする事が重要であり、関係する人々に頑
張っていただきましたが、皆さんの心を打つまでには
いたらなかったようです。
実は「出席率規定」は、前回の規定審議会で少し改
訂されて、50％以上の例会出席または 12 時間以上のク
ラブ行事に参加することとなっています。冒頭で述べ
ましたように、我々のクラブでは、例会出席率が高く
問題にはなりませんでした。
しかし、よく考えてみますと RI は例会以外の行事に
その重要性をシフトしつつあると考えられます。今回
の例会の柔軟な運営についての定款変更をみますとし
っかりと繋がっています。このような背景もご理解い
ただき、今後の委員会活動には、委員会メンバーや限
られた人に任すのではなく、積極的にご参加いただき
ますようお願いいたします。
◎幹事報告
・6 月のロータリーレートは １＄＝110 円です。
・大阪城北ロータリークラブより創立 40 周年記念誌が
届いております。ご覧ください。
・高槻商工会議所より 2017 年度版の会員名簿が届いて
おります。
・クラブアッセンブリーを開催いたします。
今年度、新年度の正副委員長はご出席下さいますよ
うお願いいたします。
●現クラブアッセンブリー
2017 年 6 月 21 日（水）例会後 於：例会場
●新クラブアッセンブリー
2017 年 6 月 28 日（水）例会後 於：例会場
●新旧クラブアッセンブリー
2017 年 6 月 28 日（水）18：00 於：山水館
〇クラブ研修委員会
清水 利男
本日例会後、今年度最後の第４回情報集会を開催いた
します。西田会員に貴重なお話を頂き、その後テーブ
ルディスカッションを行いたいと思いますので、多く
の方のご出席をよろしくお願いいたします
〇古川会員より
6 月 6 日阪神 VS オリックス戦（京セラドーム）
JR 高槻駅に 16：30 集合いたします。直接行かれる方
はチケットが必要になりますので、例会後お申し出く
ださい。

〇石田会員より
倉本会員の旭日双光章叙勲祝賀会の開催日が決まり
ました。
日 時
2017 年 7 月 15 日（土）
17 時から 20 時
場 所
URGE（アージ）
〒569-0803 高槻市高槻町 15-3
URGE 高槻ビル
072-690-7729
Homepage
http://urge.bz/takatsuki/
https://goo.gl/maps/UeaHoeA9BRP2
----お願い-----おめでたい祝賀会ですのでお時間の許す限りご臨席
を賜りたいと思います。
ご臨席頂けます方はお手数ですが以下の Address よ
り出欠登録をお願い致します。
https://chouseisan.com/s?h=83229e8b39d347e4a71
9d49bc4e0265f

〇中長期戦略計画委員会
川面 智義
こんにちは、戦略委員会の川面です。先日配布しま
した戦略委員会レポートを読んで頂き有難うございま
す。
レポートに記しました ①今、ロータリーの危機 ②
何が危機なのか対策１～３ ③我がクラブの戦略計画
とビジョンの決定 ④２０１７年の戦略委員会の指針
を５月の理事会で検討して頂き承認を頂きましたの
で、皆様にレポートで報告致しましたと同時に、我が
クラブの伝統と歴史ある高槻ロータリークラブが大き
く未来に羽ばたくには、会員一人ひとりが覚醒し、総
力でもって古い殻を破ることの必要性が重要と思いま
す。これ等を実行していくには、ビジョンを思い描き、
これに向けたプロセスを定めた目標期限に向かって確
実に実行して行かねばなりません。
今後、Ｒ１地区からクラブ活動の強化発展につなが
ると考え、色々と変更されて行くと思いますが、
「ロー
タリーの哲学は変更しない」と釘を刺していますと同
時に、我々のクラブにも哲学があります。
「ロータリア
ンとして品格と人格を保ち高める」と言うことです。
これを基盤にして行動し改革して行かねばなりませ
ん。何でもありの変革は論外なのです。戦略委員会の
掲げたビジョン「品格と活気溢れるクラブ創り」サブ
テーマとして「クラブを変革させ魅力ある楽しいクラ
ブ」とします。
決定の経緯についてはレポートに記しました。同時
に戦略についても報告させて頂きましたが、戦略委員
会は委員会メンバーだけでこのクラブを改革しようと
していません。会員一人ひとりの意見を取上げ、楽し
いクラブ創りを目指し、全員でビジョン達成をし、ビ
ジョン達成の景色を見たいと思っております。今後と
もご協力を賜りますようお願い致しまして挨拶と致し
ます。

◎卓話

「私と陶芸」

奥田

晴基

① こそべ陶芸塾での作品
③ 大阪芸大（通信教育部）での作品

② 朝日焼作陶芸教室での作品

④

京都造形芸大・院（通信教育）及び
ＯＢ会・メイズンでの作品

1998 年にシティグループと提携し、2001 年 10 月に日
興コーディアル証券に社名変更。2009 年 10 月より三
井住友フィナンシャルグループの中核証券会社とし
て、2011 年に SMBC 日興証券と社名を変更しました。
では、この辺りで世界経済に関連した日本経済は今
後はどうなるかを、少しお話したいと思います。
○1 つ目は、安倍政権について
①安倍政権になってから年率にすると 0.75％の成長。
②マイナス金利導入の失敗から、一時円高、株安へ。
③2 年前に行った消費税引上げの失敗。

⑤ 老人福祉センターなどでの作品

◎卓話
「私の履歴書」
東村 賀文
【生年月日】1967 年（昭和 42 年）4 月 2 日（50 歳）
【勤務先】日興証券 高槻支店
【住 所】京都府城陽市
【趣 味】
・旅行・スキー・食べ歩き・野球観戦
【好きな言葉】 「今に生きる」
過去に悔いるのではなく、未来に不安を抱くのでは
なく、現在何をしているかが重要あるので、
「今に生
きる」という言葉を常に頭においてます。
【主な経歴】
・1967 年京都で生まれる。
小学生から現在住んでいる城陽市に引っ越し、中
学・高校迄城陽ですごしました。大学は京都産業大
学に進学し、大学でも野球を続けましたので４年間
上賀茂で暮らしました。野球を始めるきっかけは当
時阪神の掛布に憧れ、タイガースファンになり野球
に興味を持ち、小学校高学年の時に、浪商対川之江
戦を見たのが野球を始めるきっかけです。中学から
ピッチヤーとして野球を本格的にはじめ、大学まで
野球を続けました。
・そして 1990 年に京都産業大学を卒業し、日興証券に
入社しました
ここで、少し SMBC 日興証券のご紹介をさせていただ
きたいと思います。SMBC 日興証券の歴史は古く、第
一次世界大戦の終盤である 1918 年に、わずか 5 人の社
員からスタートしました。創業者の遠山元一は日興証
券会長だけでなく、東京証券取引所理事会議長や日本
証券業協会連合会会長などを歴任しています。来年
2018 年には創業 100 年を迎えます。これまで約 100 年
間に渡り、お客様と共に歩んでまいりました

その中でも一番の問題は、潜在成長率が上がらない事。
その原因は生産性が上がって無い事と、規制改革が
進んでない。政府も改革したいが改革が進まない、そ
の理由は安全保障問題等、他に優先順位が高い課題が
あるからと考えます。但しここから 3 年間はオリンピ
ック特需もあり、2020 年迄は日本経済は悪くないでし
ょう。
問題はオリンピック以降であり、潜在成長率を上げな
いといけない。その為に必要なことは２点あります。
① 雇用制度改革 正規雇用の見直し。
② 社会保障制度改革
そして何よりも消費を悪くしているのは社会保障の
負担。
例えば年収 300 万の 30 歳独身
・年間の直接税が毎年 17 万円、消費税が 12 万円で
合計 29 万円
・年金、健康保険料の合計 45 万円
社会保障負担は合計 74 万円で年収の約 25％と、
この状況では消費にはお金が回りません。
〇2 点目は、今日の新聞にもありましたデジタル化の進
行です。
この 10 数年間の、2000 年代半ばから急速にデジタル
化され、その大きな影響としてグローバル化が進みま
した。では具体的にどういった動きがあったかと言う
と、アイフォンが世界で初めて販売されたのは 2007
年、アイパッドの世界初販売は 2010 年、民泊のＡirbnb
の起業は 2007 年と、全てこの 10 数年の間の出来事で
す。日本でも最近 CM でお馴染みの、会社のメルカリ
も企業は 2013 年
そしてデジタル化の進行によって、資本主義の競争
ルールが変わってきてます。
・20 世紀は大資本の企業が強い時代で、今後はアイデ
ア企業が強い時代、多品種少量生産の時代、格差拡
大即ち独り勝ちしやすい時代
例えば我々の日常生活では、検索→グーグル、買い物
→アマゾン、ＳＮＳ→フェイスブック等が当たり前
のように使われる時代なのがいい例でしょう。
こうした状況から、今日の新聞にもありましたが、企
業も政治もグローバルなデジタル化に追い付いてま
せん。

◎例会後の行事
〇第 4 回情報集会が開催されました。
西田会員による「高槻 RC の歴史と伝統とは」の講
話の後テーブルディスカッションを行いました。

〇第 3 回新入会員歓迎会が開催されました。
参加者 34 名 （於：黒石 高槻店）
◎ニコニコ箱報告
・香西様、入会おめでとうございます。今後、ご活躍い
ただきますよう祈っております。
藤井君
・香西さん、ご入会、誠におめでとうございます。色々
お世話になります。
橋本君
・本日はつたない話を聞いていただきありがとうござい
ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
東村君
・香西さん、御入会おめでとうございます。 入谷君
・香西様、入会おめでとうございます。今後とも宜しく
お願いいたします。
石田君
・香西社長、入会おめでとう。
岩井君
・倉本会員の叙勲受章おめでとう。
岩井君
・クラブの掲げたビジョン全員で達成
クラブが良い景色になる様、頑張りましょう。
川面君
・短い間でしたが、本当にありがとうございました。後
任（飯島克己）の入会のご承認もよろしくお願いいた
します。
栗木君
・香西社長様をＲＣにお迎えして。今後共よろしく。
西田君
・卓話を聞いて頂いてありがとうございました。
奥田君
本日の合計
7/1 よりの累計
◎R 財団への寄付
石田 佳弘君 ￥5,000奥田 晴基君 ￥5,000-

￥
58,000￥ 3,044,000–

川面

智義君

￥5,000-

本日の合計
￥ 15,0007/1 よりの累計
￥940,000一人当たり平均 ＄174.40
◎米山奨学会への寄付
入谷 治夫 君 ￥5,000本日の合計 ￥
5,0007/1 よりの累計
￥ 672,500会員より ￥425,000-

ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥13,724-

